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契約内容 契約日
予定価格
（単位：円）

落札金額
（単位：円）

落札業者 調達部局名 落札率

海上外交貨物の外務本省から日本国在外公館
最寄り港、ＣＦＳ又は事務所までの運送　一式

平成16年4月1日 39,131,759 4,887,227 日本通運株式会社 大臣官房 0.124891

ＯＡ機器消耗品　 32品目 平成16年4月1日 89,766,358 77,623,350 株式会社リコー 大臣官房 0.864726

医薬品及び医療用品類　 641品目 平成16年4月1日 44,562,846 36,680,326 株式会社スズケン 大臣官房 0.823114

外交貨物、外交行嚢及びその他荷物の梱包業
務   一式

平成16年4月1日 129,440,609 62,199,906 株式会社日成 大臣官房 0.480528

外交行嚢の外務本省と日本国在外公館間の発
受に係る業務  一式

平成16年4月1日 164,743,140 100,007,865 株式会社阪急交通社 大臣官房 0.607053

外交定期刊行物等の外務本省から日本国在外
公館への送達業務委託 一式

平成16年4月1日 72,086,577 69,849,748 ティエヌティエクスプレス株式会社 大臣官房 0.96897

外務省研修所清掃業務  一式 平成16年4月1日 14,778,750 9,345,000 日本カルミック株式会社 大臣官房 0.632326

外務省庁舎清掃業務　一式 平成16年4月1日 63,495,777 21,000,000 株式会社エム･エム･シィ 大臣官房 0.33073

航空外交貨物の外務本省から日本国在外公館
最寄り空までの運送 一式

平成16年4月1日 264,079,435 119,665,088 海外新聞普及株式会社 大臣官房 0.45314

在外公館向け新聞･雑誌等定期刊行物の購入･
発送業務  一式

平成16年4月1日 199,306,411 188,317,799 海外新聞普及株式会社 大臣官房 0.944865

パソコン運用・保守支援業務　 5名 平成16年4月1日 － 22,485,090 株式会社ケー･デー･シー 大臣官房 －

リサイクルPPC用紙　①Ａ4　74,145,000枚、
②B4　810,000枚、③B5　485,000枚

平成16年4月1日 35,873,407 32,604,600 トッパン･フォームズ株式会社 大臣官房 0.908879

旅券申請書画像ファイリング・サーバ 一式 平成16年4月21日 1,315,183 1,017,093 株式会社東芝 大臣官房 0.773347

海外仕様ＦＭ放送機及び無線機等 15品目 平成16年5月7日 － 51,779,700 株式会社ケンウッド 大臣官房 －

政府調達に関する自主的措置の定める邦貨換算額以上の公共調達の落札率一覧表（平成１６年度）
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契約内容 契約日
予定価格
（単位：円）

落札金額
（単位：円）

落札業者 調達部局名 落札率

政府調達に関する自主的措置の定める邦貨換算額以上の公共調達の落札率一覧表（平成１６年度）

外交記録公開文書閲覧システム 一式 平成16年6月1日 2,239,832 1,275,750 株式会社シーイーシー 大臣官房 0.569573

事務用品 189品 平成16年6月1日 55,499,369 48,312,819 株式会社フォーサイト 大臣官房 0.870511

「2005年版生花カレンダー」 191,035部（英･仏･
西･独･葡語版）制作 一式

平成16年6月17日 21,462,782 19,858,088 株式会社アイネット 大臣官房 0.925233

条約テキスト等６種の印刷･製本 以下、小口一丁当たりの単価

         ①条約和文ﾃｷｽ 3,000部　※予定数量 平成16年7月16日 6.4785 2.8350 三栄印刷株式会社 大臣官房 0.437601

　       ②条約外国語文ﾃｷｽﾄ 1,000部
　　　　　※予定数量

平成16年7月16日 8.1165 3.1500 浦商印刷株式会社 大臣官房 0.388098

　       ③条約の説明書 1,000部※予定数量 平成16年7月16日 10.1850 6.3000 浦商印刷株式会社 大臣官房 0.618556

　       ④参考書（和文＋外国語文） 1,000部
         　※予定数量

平成16年7月16日 9.8700 5.2500 浦商印刷株式会社 大臣官房 0.531914

　       ⑤参考書（和文） 1,000部　※予定数量 平成16年7月16日 9.7965 3.6750 浦商印刷株式会社 大臣官房 0.375133

       　⑥参考書（和文新旧対照） 1,000部
           ※予定数量

平成16年7月16日 11.3715 3.6750 浦商印刷株式会社 大臣官房 0.323176

オフセット印刷機 一式 平成16年8月1日 807,488 651,987 ＮＥＣリース株式会社 大臣官房 0.807426

高速複写機 一式 平成16年9月1日 516,425 345,870 日立キャピタル株式会社 大臣官房 0.669739

日本・ＡＳＥＡＮ世論調査業務 一式 平成16年9月6日 51,044,647 49,087,500 社団法人新情報センター 大臣官房 0.961658

外交文書のマイクロフィルム作成業務 680,000
コマ（予定）

平成16年9月14日 89.8485 89.145 富士マイクロ株式会社 大臣官房 0.99217

外交文書（マイクロフィルム）の電子画像データ
作成業務 670,000コマ（予定）

平成16年9月17日 71.6625 67.935 株式会社ムサシ 大臣官房 0.947985
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低公害車12台

　　①普通乗用自動車
　　（セダン3,001cc以上クラス）　１台

平成16年9月27日 6,020,639 5,691,000 東京トヨタ自動車株式会社 大臣官房 0.945248

　　②普通乗用自動車
　　（3,000ccクラス）　 １台

平成16年9月27日 3,097,332 3,087,000 東京トヨタ自動車株式会社 大臣官房 0.996664

　　③普通乗用自動車
　　（セダン3,000ccクラス）   ２台

平成16年9月27日 4,576,264 4,473,000 東京トヨタ自動車株式会社 大臣官房 0.977434

　　④小型乗用自動車
　　（セダン3,000ccクラス）  １台

平成16年9月27日 1,187,084 1,102,500 東京トヨタ自動車株式会社 大臣官房 0.928746

　　⑤小型乗用自動車
　　（セダン1,800ccクラス）　６台

平成16年9月27日 10,311,231 10,258,500 東京トヨペット株式会社 大臣官房 0.994886

　　⑥普通乗用自動車
　　（ワゴン3,000ccクラス）　１台

平成16年9月27日 2,269,039 1,854,300 本田技研工業株式会社 大臣官房 0.817218

次期旅券発給システム開発管理支援業務 平成16年11月1日 － 735,000 大興電子通信株式会社 大臣官房 －

旅券発給管理バックアップシステム　一式 平成16年11月5日 － 7,213,500 富士通株式会社 大臣官房 －

緊急備蓄品　10品目
 ① 保存食料品セット ② 調味料セット
 ③ 非常用品セット 　 ④ 保存用飲料水
 ⑤ 浄水器 　　　　　　 ⑥ ラジオ付ライト
 ⑦ 照明器具　　　　　 ⑧ 寝袋・マット
 ⑨ 発電機 　　　　　　 ⑩ 救急医薬品セット

平成16年11月9日 42,578,388 34,199,802
社団福祉法人

東京都葛飾福祉工場
大臣官房 0.803219

アプリケーションソフトウェアライセンス　3,458本 平成16年12月13日 129,675,000 43,225,000 株式会社リコー 大臣官房 0.333333

ネットワーク対応スキャナ　800式 平成17年1月5日 259,079,619 239,000,000 株式会社富士通ビジネスシステム 大臣官房 0.922496

在外公館緊急備蓄品　７品目
 ①保存食料品セット　②調味料セット
 ③保存用飲料水　　　④非常用品４種
 ⑤生理用品　　　　　　⑥簡易トイレ

平成17年1月28日 45,544,602 40,374,841
東京都葛飾福祉工場
（(福)東京ｺﾛﾆｰ）

大臣官房 0.88649

国内及び海外仕様シュレッダー　89台 平成17年2月7日 42,395,430 38,121,720 株式会社文祥堂 大臣官房 0.899194
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査証事務支援システム対応無停電電源装置
230式

平成17年2月18日 29,221,500 16,156,350 株式会社東芝 大臣官房 0.552892

可搬型インマルサット・Ｍ４装置　47式 平成17年2月18日 60,301,778 54,283,167 ＫＤＤＩ株式会社 大臣官房 0.900191

ＩＣ旅券用書込試作機　一式 平成17年2月23日 － 798,735 株式会社東芝 大臣官房 －

ＩＣ旅券用交付窓口端末試作機　一式 平成17年3月1日 － 357,000 株式会社東芝 大臣官房 －

旅券電子申請システム用ヘルプデスク業務　一
式

平成17年3月1日 － 4,338,600 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 大臣官房 －

パーソナルコンピュータ（Ｂ５ノートブック型）
400台等

平成17年3月8日 103,408,786 72,240,000 株式会社大塚商会 大臣官房 0.698586

パーソナルコンピューターノートブック型　65式 平成17年3月9日 453,102 346,040 日本電気株式会社 大臣官房 0.763713

データ保存用メディア各種
コンパクトフラッシュ
32MB以上　5,300枚　128MB以上　1,182以上
512MB以上　10枚
ケース　5,320枚　アダプタ 1,188個
USBフラッシュメモリ　128MB以上　1,090個　１
GB以上　５個　CD-R（700MB）　1,200枚　DAT
テープ（20GB）　3,200本
LTOテープ（100GB）　200本

平成17年3月10日 29,521,376 10,466,641 株式会社大塚商会 大臣官房 0.354544


